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研究成果の概要（和文）：
LPS 誘発播種性血管内凝固症候群（DIC）モデルに対して、凝固と炎症の相互作用を遮断する目
的で、エリスロポイエチン、CO 供給物質、HO-1 阻害剤（SnPP）を投与して、血液凝固、線溶、
臓器障害、血管作動性物質、病理所見（血栓）、mRNA に対する影響を検討した。薬物用量や臓
器毎によって違った影響が観察されたが、凝固や線溶に直接影響を及ぼさないこれらの薬物で
あっても、DIC 治療薬として展望があると考えられた。
研究成果の概要（英文）：
We investigated the effect of erythropoietin, carbon monoxide release molecule and SnPP
that may be able to interrupt interaction between coagulation and inflammation, on
LPS-induced rat DIC model. The estimated markers were blood coagulation, fibrinolysis,
organ injury, vasoactive substances, pathological findings and the mRNA expression of
hemostatic substances. Although the effect of these drugs were different among doses or
organs, such drugs without the influence on coagulation and fibrinolysis were expected
as new DIC drugs.
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１．研究開始当初の背景
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３．研究の方法
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２．研究の目的

４．研究成果
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